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●番組内容は予告なく変更になることがあります。ご了承ください。
●放送時間は、番組および他の映像を含んだ表記となっております。 今月のおススメカートゥーン エクスプレス
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ぼくはクラレンス！

おかしなガムボール おかしなガムボール

アドベンチャー・タイム アドベンチャー・タイム

トムとジェリー

ピンクパンサー＆パルズ

きかんしゃトーマス

ティーン・タイタンズＧＯ！　

おかしなガムボール 

スティーブン・ユニバース 

トムとジェリー キッズ  5/10 ～トムとジェリー テイルズ

おっはよー！アンクル・グランパ　

ぼくはクラレンス！

ティーン・タイタンズＧＯ！　

ガーフィールド・ショー  5/12 ～ガーフィールド・ショー２

おっはよー！アンクル・グランパ

トムとジェリー 

秘密結社　鷹の爪 / 秘密結社　鷹の爪 カウントダウン

アドベンチャー・タイム

トムとジェリー ショー

ティーン・タイタンズＧＯ！

ぼくはクラレンス！

おっはよー！アンクル・グランパ

 おっはよー！アンクル・グランパ 

トムとジェリー ショー

ガーフィールド・ショー２

ティーン・タイタンズＧＯ！

ぼくはクラレンス！

秘密結社 鷹の爪 
秘密結社 鷹の爪 カウントダウン

おかしなガムボール

カートゥーン ネットワーク 2017.5     

はなかっぱ

きかんしゃトーマス

スティーブン・ユニバース 

ぼくはクラレンス！

おっはよー！アンクル・グランパ　

ガーフィールド・ショー３

アドベンチャー・タイム

ティーン・タイタンズＧＯ！

おかしなガムボール 

スティーブン・ユニバース 

おっはよー！アンクル・グランパ 

ピンクパンサー＆パルズ ぼくらベアベアーズ

パワーパフ ガールズ

ベン：10 トムとジェリー ショー

パワーパフ ガールズ ぼくらベアベアーズ

ピンクパンサー＆パルズ

レギュラーSHOW～コリない２人～

アドベンチャー・タイム

おかしなガムボール

おっはよー！アンクル・グランパ

スティーブン・ユニバース

ぼくはクラレンス！

レギュラーSHOW～コリない２人～

おかしなガムボール 

レギュラーSHOW～コリない２人～

おかしなガムボール アドベンチャー・タイム

ティーン・タイタンズＧＯ！

パワーパフ ガールズ（リマスター版）

ガーフィールド・ショー２  5/3 ～ガーフィールド・ショー３

トムとジェリー

秘密結社 鷹の爪 / 秘密結社 鷹の爪 カウントダウン

スレイヤーズ NEXT秘密結社 鷹の爪
秘密結社 鷹の爪 カウントダウン

NINKU- 忍空 -ティーン・タイタンズ

スレイヤーズ NEXT

NINKU- 忍空 -

ティーン・タイタンズ

24:40　PEANUTS スヌーピー - ショートアニメ -

ピンクパンサー＆パルズ

トムとジェリー/
Cartoon Classics

(ドルーピー）

5/3  10：00～17：00

バッグス・バニー ショー/
シルベスター＆トゥイーティー

ミステリー

5/4  10：00～17：00

KND ハチャメチャ大作戦/
ビリー＆マンディ

5/5  10：00～17：00

ベン：10/
ぼくらベアベアーズ

5/6  10：00～16：30

はなかっぱ（5/28 ～土・日 New エピソード）
12:45　 ピングー

きかんしゃトーマス
はなかっぱ（5/28 ～土・日 New エピソード）

12:45　 ピングー

パワーパフ ガールズ
8:45　はなかっぱ 

ミオ&マオ シリーズ
11:45　イソップ座へようこそ！

ミオ&マオ シリーズ
11:45　イソップ座へようこそ！

こねこのピムとポム　
1:15　 ピングー

レギュラーSHOW～コリない２人～
24:15　アドベンチャー・タイム

「ティーン・タイタンズＧＯ！」
「ベン：10」
「スティーブン・ユニバース」
「パワーパフ ガールズ」
「ガーフィールド・ショー４」

5/13 ～
「ティーン・タイタンズＧＯ！」
「ベン：10」
「スティーブン・ユニバース」
「パワーパフ ガールズ」
「ガーフィールド・ショー４」

5/7～

パワーパフ ガールズ

カートゥーン ９と！
ない

おっはよー！アンクル・グランパ
6:45　ぼくはクラレンス！

5/3～5/6
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カートゥーンＧＷスペシャル
ぼくらオールスター
4Daysリレー

LEGOⓇスーパー・ヒーローズ：
ジャスティス・リーグ
＜クローンとの戦い＞　

5/13 13：00～14：00

カートゥーンＧＷスペシャル
プリンセス特集 バービー3Days
3日：バービー　ドリームトピア
4日：バービーのマーメード・プリンセス
5日：バービーのフェアリー・プリンセス

5/3～5/5  8：00～9：30

〜
17:00
5/20

22:00

12:30

～

15:00

5/27

LEGOⓇスーパー・ヒーローズ：
ジャスティス・リーグ
＜クローンとの戦い＞　

5/13 19：00～20：00

カートゥーン
スペシャル
はなかっぱ
先出し
イッキ見！

23:00

～

28:00

5/30

23:00

～

27:30

5/31

NINKU
- 忍空 - ユーモアたっぷりのオリジナルアニメ。

カートゥーン ネットワーク オリジナル

おっはよー！アンクル・グランパ

月曜～金曜 9：30、土曜・日曜 14：30 他

世代を超えて楽しめるとっておきのアニメ。

ファミリーにおすすめ！

PEANUTS スヌーピー - ショートアニメ -

月曜～金曜 24：40

ティーンから大人まで楽しめる人気アニメ。

アニメファン必見！

秘密結社 鷹の爪 / 秘密結社 鷹の爪 カウントダウン

月曜～金曜 17：00、日曜16：30 他

世界中から集めた未就学児童にオススメアニメ。

お子様にオススメ！

イソップ座へようこそ！

毎日 11：45

オススメ番組
カートゥーン エクスプレス

カートゥーン ネットワーク独占日本初放送作品が目白押し！
【初回放送】日曜 10:00～11:30
【再 放 送】 土曜 10:00～11:30

日本初

日本初

日本初

ティーン・タイタンズＧＯ！
New エピソード

スティーブン・ユニバース
New エピソード

パワーパフ ガールズ
New エピソード 日本初エピソードも登場！5月13日（土） 13：00、19：00

LEGOⓇスーパー・ヒーローズ
ジャスティス・リーグ＜クローンとの戦い＞

月～金曜日 夕方は毎日番組を見て応募しよう！
この子だ～れ？

１日４回プレゼントチャンス！

ぼくらオールスター 4Daysリレー
5月3日（祝・水）～5月6日（土） 10：00

4日（祝・木）10：00～17：003日（祝・水）10：00～17：00

6日（土）10：00～16：305日（祝・金）10：00～17：00

●トムとジェリー●トムとジェリー●トムとジェリー ●Cartoon Classics●Cartoon Classics●Cartoon Classics

●KND ハチャメチャ大作戦●KND ハチャメチャ大作戦●KND ハチャメチャ大作戦 ●ビリー＆マンディ●ビリー＆マンディ●ビリー＆マンディ ●ベン：10●ベン：10●ベン：10 ●ぼくらベアベアーズ●ぼくらベアベアーズ●ぼくらベアベアーズ

●バッグス・バニー ショー●バッグス・バニー ショー●バッグス・バニー ショー
●シルベスター＆
　トゥイーティー ミステリー
●シルベスター＆
　トゥイーティー ミステリー
●シルベスター＆
　トゥイーティー ミステリー

日本初

１日４回
プレゼント
チャンス！

CARTOON PRESS
カートゥーンＧＷスペシャル プリンセス特集 バービー3Days
5月3日～5日  8：00～9：30
　3日：バービー　ドリームトピア　
　4日：バービーのマーメード・プリンセス　
　5日：バービーのフェアリー・プリンセス

© 2017 Mattel

バービーバブルフェアリー 検索【公式WEBサイト】 cartoonnetwork.jp

バービー バブルフェアリー
バービーとシャボン玉で遊ぼう！ バービーに付属の専用のシャボン玉の型とファンでシャボン
玉を作ろう。 バービーがシャボン玉と一緒に空中に浮かぶ姿はまさにフェアリー。


